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イタリア中部地震

• 2016年8月24日発生

• マグニチュード6.2

• 死者：297名

• 負傷者：400名超

＊2016年10月、2017年1月 の
余震で、アマトリーチェ中心部は
ほぼ壊滅状態になり、現在も瓦礫
が山積されている。
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被害総額は、2016年8月の地震の時点で、少なくとも約
6000億円（45億ユーロ）とみられ（Renzi首相）、そのうち
35億ユーロは民間建物、10億ユーロは公共建物）と言わ
れる。 ＊Reuters他ニュースによる。



イタリアにおける地震被害

• イタリアは地震の多い国
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時期 地震の規模
（マグニチュード）

場所 犠牲者・被害等

1908年12月 7.2 メッシーナ 82,000人死亡

1915年1月 6.7 Avezzano 32,000人死亡

1980年11月 6.9 Eboli 2,735人死亡・7,500人負傷

2009年6月 6.3 Abruzzo 295人死亡・1,000人負傷
55,000人が居宅なしに

2012年5月 6 Emilia-Romagna 24人死亡、350人負傷
15,000人が居宅なしに

GSMA, Italian Earthquake Response and Recovery （2017）



イタリア政府の対応：法制化と財政支援

2016年12月15日
• Law No.229及び2016年10月17日通知No.189「2016年年年年8月月月月24日の地震被害者への日の地震被害者への日の地震被害者への日の地震被害者への

緊急救済に関する通知」緊急救済に関する通知」緊急救済に関する通知」緊急救済に関する通知」が施行
＊その後、2017年4月を含め、複数回一部改正され、支援が拡充されている。

≪法令の主な内容≫

• 特例委員による包括的な統治（該当法令の遵守確認と再建築に向け）、地震により被
害を受けた不動産のインスペクションを行い、分類する。

• 建物等は、認定を受けた専門家が審査するものとし、緊急対応について、1戸当たり4万
ユーロ（約500万円）の費用が公的資金から提供される。

• 廃棄物は、通常の50％増が承認された。
• 給与等を補てんする基金として、2016年に約1.2億ユーロ（約150億円）の基金が設定

された。

*イタリアの初期の緊急対応として、3億ユーロ（約400億円）の予算が確保されたほか、
2017年6月に、EU基金から12億ユーロ（約1500億円）の支出が決定したとされている。
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出所：米国国会図書館の法令情報（www.loc.gov)
及び欧州委員会Web（http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1665_en.htm）他



（参考）瓦礫の処理と管理について

Law No.229及び2016年10月17日通知No.189「2016年8月24日の地震被害者への緊急救済に関
する通知」に基づく、“復興建設における瓦礫と廃棄物管理計画の承認”において、下記の項目
が含まれている。

(a) 倒壊による最適な解体管理に向けて、技術及び運用面の手段を提供する

(b) 早期の瓦礫撤去に向けた複雑な業務を調整及び管理するため、介入の完了時期を踏まえ
て、資金源等を見つける

(c) 適切に瓦礫の撤去と管理をする上で、崩壊した建物にある文化遺産を確保すること

(d) 解体にあたって異なった資材を選別し、瓦礫による資源回収の最大化と費用の低減を図る
こと

(e) 回収できる素材を廃棄する分量を制限し、復興にあたって必要な建材等の新たな調達を抑
えることで、地元の行政コストの低減に貢献すること
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（参考）各地の地震による瓦礫・廃棄物量

• イタリア中部地震の瓦礫・廃棄物量は、約約約約230万トン万トン万トン万トンと推定されている
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時期 場所（国） 想定廃棄物量 出所

2011 東日本大震災（日本） 2300万トン以上 UNEP

2011 クライストチャーチ（ニュージーランド） 800万トン Brown 2012

2010 ハイチ（ハイチ） 2300－6000万トン Booth 2010

2009 L’Aquila (イタリア・アブルッツオ州） 150‐300万トン Di Coma 2010

2008 四川（中国） 2000万トン Taylor 2008

2004 インド洋（インドネシア） 1000万㎥ UNOCHA 2011

1999 Marmara（トルコ） 1300万トン Baycan 2004

1995 阪神淡路（日本） 1500万トン Hirayama et al

出所：www.corriere.it (2017年8月6日記事）及び
Charlott Brown, Waste Management following Earthquake Disaster 



アマトリーチェの瓦礫の状況

• 今回のイタリア中部地震による廃棄物（瓦礫）の総量は、約230万トンと推定され、
その約半分にあたる100万トンが、最も被害が大きかったアマトリーチェから発生。

• 2017年8月現在、約12％にあたる27.8万トンしか撤去されていない。

• マルケ州では全体で約100万トンの瓦礫のうち12.3万トンしか撤去されていない。

• 一時保管場所を探すのに約2か月。

• 近隣が山間部のため処分場がなく、毎日180キロの道のりをトラック3時間かけて、
ローマの処分場まで運搬する。

＊（参考）マルケ州が契約したArquataからの瓦礫撤去の最初の事業者への契約額
は、180万ユーロ（約2.3億円）で、がれき撤去、運搬、処理に加え、一時保管とその
管理が含まれる。
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www.corriere.it (2017年8月6日記事）及びNational Geographic Italia (2017年1月13日）による



瓦礫（廃棄物）の処理計画

• Lazio州の資料によると、アマトリーチェの瓦礫の大部分（98%)は、Inert（石等）で、
リサイクルや減量化を進めるとしている。

• 瓦礫の撤去や解体の作業の際に、（住民の確認時間をとるため）告知後最低15日
間は保持することとしている。
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分類 重量割合 容積割合

金属 0.70% 2.30%

木材 0.80% 3.30%

スクラップ 0.30% 0.40%

家財 0.05% 0.30%

WEE関連（廃電気製品） 0.01% 0.06%

アスベスト含有材 0.02% 0.10%

Inert 98.00% 93.00%

その他 0.12% 0.54%

合計 100.00% 100.00%
Regione Lazio, IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO
PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 (D.L. 189/2016)、2017年6月7日のp25/27を仮訳

アマトリーチェ市のホームページ
（解体通知の部分）

解体状況、プロット、根拠条例番号が記され
ている



イタリアの廃棄物規制
災害廃棄物状況をみて
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（参考）欧州の法政策

• 一次法一次法一次法一次法

• EU加盟国の条約｛憲法のようなもの）

• 二次法二次法二次法二次法

• EU加盟国に所属する企業や個人を規制するもので、大きく以下5つに分類。

• 規則（規則（規則（規則（Regulation））））：EU内での統一的な直接規制 （例）REACH規則・・・製品
含有化学物質の規制等

• 指令指令指令指令（（（（Directive））））：EU内での各国法制度の上位概念となるもので、指令に整合
する各国規制により規制を行う

• 決定決定決定決定（（（（Decision））））：国、企業、個人などへの法的拘束力のある規定

• 勧告勧告勧告勧告（（（（Recommendation））））：法的拘束力はない意見表明

• 意見意見意見意見（（（（Opinion））））：法的拘束力のない見解
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EUの廃棄物管理政策：廃棄物指令 他

• EUでは、廃棄物をできるだけ、削減し、リサイクル等を推進し、最終処分量を減らす取り組み
を進めている。

• Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

• 最終処分場に廃棄できる廃棄物は下記3つに分類される

• 有害有害有害有害廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

• 非有害廃棄物非有害廃棄物非有害廃棄物非有害廃棄物

• 不活性廃棄物不活性廃棄物不活性廃棄物不活性廃棄物 ＊危険物や化学反応を起こさないもの
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（参考）欧州の提供するリサイクル経済：Circular Economy

• 欧州で提唱するリサイクル型経済リサイクル型経済リサイクル型経済リサイクル型経済

• 下記の目標を掲げ、アクションプランを作成している。
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2030年までに

• 一般廃棄物を65％リサイクルする。

• 梱包廃棄物を75％リサイクルする。

• 最終処分場に廃棄する廃棄物を、全体の10％以下にする。

このほか

• 分別ゴミを最終処分場に廃棄することを禁止。

• 最終処分場を削減するための経済的な手法の導入

• EU域内でのリサイクル率の定義と計算手法に関する調和及び簡素化

• 副産物等を素材として再利用する手法や枠組みの強化

• 環境に配慮した商品に対する経済的なインセンティブの付与及び再利用・再生の支援（梱包、
電池、電化製品、車等）

2030年までに

• 一般廃棄物を65％リサイクルする。

• 梱包廃棄物を75％リサイクルする。

• 最終処分場に廃棄する廃棄物を、全体の10％以下にする。

このほか

• 分別ゴミを最終処分場に廃棄することを禁止。

• 最終処分場を削減するための経済的な手法の導入

• EU域内でのリサイクル率の定義と計算手法に関する調和及び簡素化

• 副産物等を素材として再利用する手法や枠組みの強化

• 環境に配慮した商品に対する経済的なインセンティブの付与及び再利用・再生の支援（梱包、
電池、電化製品、車等）



イタリアの一般廃棄物状況

• イタリアの一般廃棄物のリサイクル率は、2014年に45％で、EUの平均値44％を若干超えて
いる。EU全体では、2020年までに50％のリサイクルを目指している。

• 最終処分場への廃棄率は、34％（2014年）で、EUの平均値27％よりも多くなっているものの、
継続的に減少している。
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出所：EU, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

The EU Environmental Implementation Review

Country Report – ITALY（2017）



（参考）一人当たりの廃棄物（OECD）

一般廃棄物 EU 日本 アメリカ

リサイクル率 約36％ 約20％ 約34％
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日本

米国

イタリア

EU

OECD平均

＊リサイクル率は、各国環境行政Webによる。各国等の定義により比較可能かどうかは未確認。

Kg/年

（参考）



（参考）日本の一般廃棄物の状況

15（出所）環境省



イタリアの廃棄物管理の状況等（1/2)

• イタリアの廃棄物管理は、全体として大きく改善されているものの、分別
収集やリサイクルにおいて地域差が大きい。

• 具体的には、北部はよく管理されている一方、南部地域では分別収集
率も低い（70％未満）。

• 南北の地域差の主な理由は、南部で経済発展が遅れたことや、行政管
理の弱さ、自治体の経済格差などにより、効率的な分別収集が実施で
きていないことが理由にある。

• Compania地方は、廃棄物管理が不十分であるとして、2007年に欧州裁
判所から制裁対象となっている。
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イタリアの廃棄物管理の状況等（2/2)

• イタリアの廃棄物管理の法制度は、一般的な環境法令と大きく相違ない。

≪≪≪≪許認可許認可許認可許認可≫≫≫≫

• 廃棄物の処理、取扱い、運搬、取引、廃棄等には許認可が必要。

• 工場の操業の際には、統合環境許可（大気汚染、排水などと統合して許認可が発行され
るもの）が求められる。

• 廃棄物事業者は、一定の保険所持が必要で、地域によっては、汚染対策用の環境保険
の購入が義務付けられている。

≪≪≪≪禁止行為禁止行為禁止行為禁止行為≫≫≫≫

• 廃棄物の混合

• 投棄

• オープンスペースでの焼却

≪≪≪≪特別管理の必要な廃棄物特別管理の必要な廃棄物特別管理の必要な廃棄物特別管理の必要な廃棄物≫≫≫≫

• 電子機器類

• アスベスト含有素材

• PCB含有機器

• 医療廃棄物等
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• 2013年に廃棄物税（Waste Tax)が導入され、自治

体の一人当たり廃棄物量の収集、分別、廃棄等を
行う自治体サービスに課税される。The Waste Tax 

(Tassa sui rifiuti) (TARI) was introduced by Law 

147/2013

• 1995年～処分場税（Landfill Tax)があり、処分場の

オペレータに地元自治体が課す。廃棄物の最終処
分場の建設や維持管理、不法投棄対策に使われる。



考察と感想

• 被災地については、日本より復旧対応が遅く感じられたところも多いが、
Webの情報など、日本より（一般に）透明性が高いところも多いように感じ
た。

• 日本の迅速な対応は、その体制を含め、あらためて感謝・評価することと
感じた。日本ではもう少しWebによる公開情報が多くても良いと思われた。

• 全般的に、イタリアのサービスや仕組みが向上し、Webによる情報が多く、
以前より整然とされている印象を受けた。←EUとの統合によるものか、経
済状況がよい効果なのか、自然の改善等によるものか？

• 通訳の方に解説頂いたことで、より深く知ることができた。
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